
後援　岩手県教育委員会

協力 ユーレストジャパン株式会社 /りんりん舎 /ファーム神明町 /みのりホーム/みどり学園 /元村こどもさんさ愛好会 / ËHATOV一輪車クラブ /ことりさわ学園 /滝沢駒踊り/カントリー・ライス/エイトスパイクス/
 国立花山青少年自然の家 /国立磐梯青少年交流の家 /国立那須甲子青少年自然の家 /岩手県立県北青少年の家 /岩手県立陸中海岸青少年の家 /岩手県立県南青少年の家

協賛 株式会社浅沼工務店 /一般社団法人岩手県薬剤師会検査センター/岩手トヨペット株式会社 /株式会社トライス/株式会社いんべリネンサプライ/北岩手環境保全 /株式会社小山商会盛岡営業所 /
 三機商事株式会社 /盛岡ガス燃料株式会社 /株式会社三幸堂ビジネス盛岡店 /松栄商事株式会社 /東北ビル管財株式会社 /杜陵高速印刷株式会社 /株式会社橋市物産 /株式会社平金商店 /
 富士水工業株式会社 /フルテック株式会社盛岡支店 /株式会社ユアテックサービス岩手営業所 /ライフテック株式会社 /キョウワセキュリオン株式会社 /株式会社アンクス （順不同）

舞台発表
 【場所】つどいの広場
 【発表プログラム】
● ９：０５～ ９：２０　ことりさわ学園 和太鼓演奏
● ９：25～ ９：40　みどり学園 和太鼓演奏
● ９：45～ 10：05　滝沢駒踊り
● 10：10～ 10：30　元村子どもさんさ愛好会
   伝統さんさ
●10：35～  11：25　エイトスパイクス　
   けん玉パフォーマンス・けん玉教室

 【場所】ホール
 【発表プログラム】
● 11：40～ 12：２０　カントリー・ライス　
   ミニコンサート

ËHATOV（イーハトーヴ)
一輪車演技＆一輪車教室 屋　台　村
全国でも優秀な成績を収めているËHATOV一輪
車クラブによる演技と、一輪車に乗るコツ・乗せ
るコツを学べる教室を行います！迫力ある演技は
必見です！

【場所】体育館
一輪車演技 １3：20～１3：50　　一輪車教室 １3：50～１4：3０
※一輪車教室は初心者限定　先着3０名
専用受付で参加申し込みを10：00から開始します。内履きを持参願います。

交流の家の食堂業者であるユーレストジャパン
(株)をはじめ、近隣団体のご協力により様々なお
食事をご用意しております。

体験コーナー
交流の家で提供している創作・体験ブースを
出展します。テンパークまつりの記念に
体験してみませんか？

【有　料】　　
● あけびつるクラフト
● 木の実のリース、やじろべえ
● 草木染め　　● 七宝焼　など
※通常よりもお得に体験できます。

【無　料】　　
● チャグチャグ馬コ乗馬体験
● 子ども遊びりんピック　　● 昔の話を聞いてみよう
 ● スタンプラリー　　 ● 火起こし体験　など

NHK「おかあさんといっしょ」で
おなじみ、ひろみちお兄さんが
テンパークにやってきます。
みんなで一緒に踊って
楽しく体を動かしましょう！！

【場所】ホール
● 10：30～11：30
 ※親子体操教室は小学校低学年以下の親子
 限定 先着50組程度
 専用受付で参加申し込みを10：00から
 開始します。
 内履きを持参願います。

問い合わせ問い合わせ

アクセスアクセス

　岩手山青少年交流の家を開放し、たくさんの体験ブースや舞台、屋台をご用意しております！　
　家族や友達をお誘いのうえ、遊びに来てください！！

〒020-0601 岩手県滝沢市後292　TEL 019-688-4221
FAX 019-688-5047　WEB https://iwate.niye.go.jp/
独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立岩手山青少年交流の家

まつり２０１9
テンパーク

ひろみちお兄さんの
親子体操教室見応え抜群ですので、ぜひご覧ください！

9/29 Sun.
9：00 15：30

雨天
実施

※１ 希望者多数により、プログラムに参加いただけない場合もございますのでご了承ください。　  ※２ 上記の内容は、やむを得ず予告なく変更となる場合がございます。

松ぼっくりのアイスも販売！
海老名メロンパンの限定販売もあるよ♬
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岩手山青少年
交流の家到着！
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高校●
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バス停

インスタ映え
フォトコンテストも
開催するよ！



 

 

 

                                            

１ 趣 旨   岩手山青少年交流の家（テンパーク）を広く地域に開放し，様々な活動プログラムや体験活

動を通して，体験活動の楽しさや素晴らしさを実感し，体験活動を継続的に行いたいという意

識を働きかけるとともに，施設の理解と利用の促進を図る。 

 

２ 主 催  独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立岩手山青少年交流の家 

 

３ 後  援  岩手県教育委員会  

 

４ 共 催  みちのく「体験の風をおこそう」運動推進協議会  

 

５ 協 力  （株）ユーレストジャパン りんりん舎 みのりホーム ファーム神明町  

ことりさわ学園 みどり学園 元村こどもさんさ愛好会 滝沢駒踊り イーハトーヴ 

日本子守唄協会 カントリー・ライス  エイトスパイクス 

国立花山青少年自然の家 国立磐梯青少年交流の家 国立那須甲子青少年自然の家 

岩手県立県北青少年の家  岩手県立県南青少年の家 岩手県立陸中青少年の家  （予定） 

   

６ 日 時  令和元年９月２９日（日）９：００～１５：３０   ※雨天決行 

  

７ 会 場  国立岩手山青少年交流の家 （〒０２０-０６０１ 岩手県滝沢市後２９２） 

 

８ 対 象  一般 （子どもから大人までどなたでも）        

 

９ 参加費  無料 （屋台村および創作活動等，一部の活動は有料） 

 

10 内容及び講師 

（１）活動プログラム体験とテンパーク・スタンプラリー 

   ①野外活動 

     ア）遊びリンピック         エ）グラウンドゴルフ 

イ）スナックゴルフ         

     ウ）ストラックアウト       

    ②屋内活動 

     ア）スポーツ雪合戦          エ）サイエンス教室（予定） 

イ）ダンボール迷路・忍者ランド     

ウ）紙コップつみ 

    ③創作活動 

     ア）あけびつるクラフトほか      講師 創作研修指導員 田 中  潔  氏 

     イ）七宝焼              講師 創作研修指導員 栗谷川 寛 衛 氏 

     ウ）落ち葉＆ドングリクラフト       

④南部曲り家での体験活動 

     ア）昔の話をきいてみよう       講師 太田 トミエ 氏  斉藤 桃江 氏 

     イ）草木染め             講師 創作研修指導員 西 田 宏 子 氏 

     ウ）チャグチャグ馬コ         協力 チャグチャグ馬コ同好会 

     エ）火起こし体験 

 

（２）発表 

    ア）ひろみちお兄さんの親子体操教室（「体験の風をおこそう」運動応援団キャラバン隊） 

    イ）和太鼓（ことりさわ学園 みどり学園）       

ウ）伝統さんさ（元村こどもさんさ愛好会） 

エ）伝統芸能（滝沢駒踊り） 

  オ）けん玉パフォーマンスとけん玉教室（エイトスパイクス） 

令和元年度 教育事業 「体験の風をおこそう」運動協賛事業 

  テンパークまつり２０１９   開催要項 



  カ）一輪車演技・一輪車教室（イーハトーヴ） 

  キ）ミニコンサート（カントリー・ライス） 

（３）屋台村  

ア）ユーレストジャパン  イ）りんりん舎  ウ）みのりホーム  エ）ファーム神明町   

オ）松ぼっくりのアイス  カ）サラダファームの味付き卵  キ）チーム社教（盛岡教育事務所） 

 （４）展示ブース 

    ア）利用促進コーナー  イ）ボランティア活動展示  

 （５）その他 

    ア）テンパーク・インスタ映えポイント フォトコンテスト 

 

11 日 程（９：００:開会式～１５：３０：閉会） 

 

 

 

つどいの 広場 

 

 

＊荒天時 

体育館他 

オープニング和太鼓演奏（ことりさわ学園） 

開会式・開会宣言（9:00） 

和太鼓発表（ことりさわ学園）（9:05～9:20)                                           

和太鼓発表（みどり学園）（9:25～9:40) 

伝統芸能（滝沢駒踊り）（9:45～10:05） 

伝統さんさ（元村こどもさんさ愛好会）(10:10～10:30) 

けん玉パフォーマンス（10:35～10:55）けん玉教室（10:55～11:25） 

フードコーナー(9:00～15:00) 

テンパーク・スタンプラリー（本部テント※台紙配布・景品交換 9:30～15:00） 

遊びリンピック      （ 9:30～11:30)  12:00 午前の部 表彰式 

                      (13:00～14:30)  15:00 午後の部 表彰式 

グラウンド ストラックアウト  グランドゴルフ  スナックゴルフ 

体育館 一輪車演技（イーハトーヴ）（13：20～13：50） 

一輪車教室（イーハトーヴ）（13：50～14：30） 

ホール 

 

ひろみちお兄さんの親子体操教室（10:30～11:30）  

ミニコンサート（カントリー・ライス）（11:40～12:20） 

ダンボール迷路・忍者ランド(13：45～15：00) 

研修室 

 

七宝焼 (9：00～15:15)     14:15受付終了 

あけびつる(9:00～15:15)  14:45受付終了 

サイエンス教室 

落ち葉＆ドングリクラフト 

南部曲り家 

 

昔 話  ①（11:00～11:30） ②(13:30～14:00)  

草木染め①（10:30～11:30） ②(13:00～14:00) 

特別ゲスト：チャグチャグ馬コ（10:00～14:00） 

火起こし体験①（9:00～10:45）②（11:45～13:15）③(14:15～15:15) 

その他 テンパーク・インスタ映えポイント フォトコンテスト 

 

12 問い合わせ先 

  国立岩手山青少年交流の家「テンパークまつり２０１９」係   

   〒０２０-０６０１ 岩手県滝沢市後２９２  TEL０１９－６８８－４２２１ 

★ 個人情報の取扱いについて 

  アンケート等に記載された氏名，住所，電話番号などの「個人情報」は，当該利用者との連絡や情報提供な

どのために利用するものであり，本人の同意を得ず，それ以外の利用目的に使用したり第三者へ提供したり

することはありません。   

 


	maturi-chirashi
	maturi-youkou

